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平成２１年３月期第１四半期決算の概要平成２１年３月期第１四半期決算の概要

１

（＋16,009）（＋11,154）（△1,026）（△956）（△14,449）（前年同期比）

（△7,815）（△8,403）（△385）（△288）（△531）（前年同期比）

12,035

△6,795

税 引 前
四半期純利益

四半期純利益経 常 利 益営 業 利 益売 上 高【平成２１年３月期第１四半期】

16,402△1,148△76223,375平成２１年３月期

第１四半期実績 （連結）

△6,870

（単位：百万円）

22121719,041インボイス
（インボイス ＋ インボイスＪｒ．）

（△8,296）（△8,330）（△641）（△566）（△247）（前年同期比）

△9,040 △9,056△1,348△9294,300ダイナシティ
（連結子会社を含むグループ連結）

のれん償却・内部取引・少数株主利益などを調整しておりますため、主要各社別数値の単純合計は連結数値と一致しておりません。

1,608

税 引 前
四半期純利益

四半期純利益経 常 利 益営 業 利 益売 上 高
《ご参考》

【平成２０年３月期第１四半期】

94560650519,572インボイス

△710 △760△707△3634,547ダイナシティ

470 4704704657,473日本テレコムインボイス

△245 △266△248△2427,996インボイスＲＭ

881 393△12219437,824平成２０年３月期

第１四半期実績 （連結）

保有株式の売却により、日本テレコムインボイスおよびインボイスＲＭは、平成２１年３月期の当社連結からはずれております。
連結業績予想には、日本テレコムインボイス株式の売却益209億円を含んでおります。
特別損失の計上、のれん償却・内部取引・少数株主利益などの調整を行っておりますため、主要各社別数値の単純合計は連結数値と一致しておりません。



平成２１年３月期第１四半期決算の概要平成２１年３月期第１四半期決算の概要

194

△ 122

393

△ 762

△ 1,148

16,402

△ 2,000

△ 1,500

△ 1,000

△ 500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成２０年３月期第１四半期 平成２１年３月期第１四半期

連結営業利益 連結経常利益 連結四半期純利益

19,572

4,547

7,473

7,996

19,041

4,300

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成２０年３月期第１四半期 平成２１年３月期第１四半期

インボイス ダイナシティ 日本テレコムインボイス インボイスＲＭ

（単位：百万円）
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日本テレコムインボイス株式の売却等
による純利益の大幅増加

連結営業利益・経常利益・四半期純利益連結営業利益・経常利益・四半期純利益

【連結営業利益・経常利益・四半期純利益】

①減収に伴う営業損失・経常損失の計上
② 「日本テレコムインボイス」株式の売却益

２０９億円
③ 「ダイナシティ」の保有資産価値の見直し等

による特別損失計上

【連結営業利益・経常利益・四半期純利益】

①減収に伴う営業損失・経常損失の計上
② 「日本テレコムインボイス」株式の売却益

２０９億円
③ 「ダイナシティ」の保有資産価値の見直し等

による特別損失計上

２
特別損失の計上、のれん償却・内部取引・少数株主利益などを調整しておりますため、主要各社別数値の単純合計は連結数値と一致しておりません。

【連結売上高】
① 「インボイスＲＭ」および
「日本テレコムインボイス」の非連結化
による減収

② 「ダイナシティ」における不動産ソリュー
ション事業廃止などに伴う減収



資産の部
1,013.0億円
（△98.4億円）

【流動資産】 664.6億円
（主な内訳）
現金預金 179.3億円
売掛金等 115.1億円
棚卸資産 293.7億円

【固定資産】 348.3億円
（主な内訳）
有形固定資産 9.4億円
無形固定資産 9.2億円
（うち、のれん 4.5億円）

投資その他 329.5億円

【流動負債】 600.4億円
（主な内訳）
買掛金等 121.1億円
短期借入金 451.8億円

【固定負債】 194.6億円
（主な内訳）
社債 9.4億円
長期借入金 161.7億円

平成２０年６月３０日現在（連結）

平成２０年３月３１日現在
(平成２０年３月期末）（連結）

1,111.4億円

119.0億円

992.3億円

【ご参考】

３

平成２１年３月期第１四半期 財政状態 － 連結貸借対照表平成２１年３月期第１四半期 財政状態 － 連結貸借対照表

【棚卸資産】
293.7億円 （△349.1億円）

＜ダイナシティ＞ 203.9億円
（△349.7億円）

49.9億円

（ △24.9億円）

―

（△114.6億円）

153.9億円

（△210.1億円）

：

：

：

販売用不動産

流動用不動産

仕掛不動産

【資産の部】

【有利子負債】
626.5億円 （△56.6億円）

【負債の部】

9.4億円：社債

161.7億円：長期借入金

451.8億円：短期借入金

負債の部
795.1億円

（△197.2億円）

純資産の部
217.8億円
（＋98.7億円）

（ ）内金額は、前期末比を示しております。

【自己資本比率】

17.5％に改善

借入金の返済等による負債の減少
197億円

日本テレコムインボイス株式の売却
利益剰余金の増加 162億円
少数株主持分の減少 52億円

3.6億円：一年以内償還予定社債



平成２１年３月期第１四半期 インボイスグループ トピックス平成２１年３月期第１四半期 インボイスグループ トピックス

４

インボイスグループ の再編

〔背景〕 ： ●米国サブプライムローン問題 金融市場の混乱によるファイナンス環境の悪化

●金融機関の不動産融資案件への審査の厳格化

不動産関連事業による業績低迷

通信料金一括請求サービスに特化

→ 料金請求・回収業務における顧客基盤の強化・拡大を図る

◆当社が所有する日本テレコムインボイス株式会社の全株式の売却 （非子会社化）

→ ① 情報通信市場のいかなる転換にも迅速に対応できるビジネスモデルの実現

② 財務体質の強化の実現

譲 渡 日 平成２０年４月２８日

譲渡価格 ２５５億円

（連結譲渡益 ２０９億円）

◆不動産販売事業 -------- 好調なコンパクトマンション以外の物件や東京23区以外の物件を含む

一部プロジェクトを中止 ⇒ 不採算事業の選別を徹底

◆不動産ソリューション事業 --- かねてから検討をしていた同事業の廃止を決定

⇒ 一時的な減収要因となるも、事業継続による損失拡大リスクを排除

事業の
再構築

事業再構築損の計上

不動産ソリューション事業保有物件 および 不動産販売事業プロジェクト中止に関する物件 の評価の見直し等 ⇒ ７7億８７百万円の損失計上



保有株式の売却により、日本テレコムインボイスおよびインボイスＲＭは、平成２１年３月期の当社連結からはずれております。
特別損失の計上、のれん償却・内部取引・少数株主利益などを調整しておりますため、主要各社別数値の単純合計は連結数値と一致しておりません。

△6,568

税 引 前
当期純利益

当期純利益経 常 利 益営 業 利 益売 上 高
《ご参考》

【平成２０年３月期 （通期実績）】

△5,5892,3162,28978,163インボイス

△9,365 △9,245△2,435△79532,906ダイナシティ

2,247 2,2312,2472,20237,541日本テレコムインボイス

△36 △110△572△50715,660インボイスＲＭ

△10,484 △7,6848282,964155,806平成２０年３月期

通期実績 （連結）

（＋25,484）（＋23､984）（△678）（△1,214）（△52,506）（前年同期比）

（-311）（＋1,468）（△416）（△589）（△763）（前年同期比）

13,500

△5,100

税 引 前
当期純利益

当期純利益経 常 利 益営 業 利 益売 上 高【平成２１年３月期 （通期予想）】

17,8001501,750103,300平成２１年３月期

通期予想 （連結）

△5,900

（単位：百万円）

1,9001,70077,400インボイス
（インボイス ＋ インボイスＪｒ．）

（＋345）（＋465）（＋1,035）（＋945）（△6,906）（前年同期比）

△8,900 △8,900△1,40015026,000ダイナシティ
（連結子会社を含むグループ連結）

連結業績予想には、日本テレコムインボイス株式の売却益209億円を含んでおります。

平成２１年３月期業績予想（通期）について平成２１年３月期業績予想（通期）について

５



平成２１年３月期 業績予想 （通期） －過去４事業年度推移との比較平成２１年３月期 業績予想 （通期） －過去４事業年度推移との比較
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△18,828
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日本テレコムインボイス
事業開始に伴う
初期費用 125億円
（※平成１８年３月期のみ）

連結営業利益・経常利益・当期純利益連結営業利益・経常利益・当期純利益

６

インボイスＲＭの上半期での
株式売却（非連結化）および
ダイナシティの業績低迷等
⇒ 当期純利益の低迷

当社および日本テレコムイン
ボイスの業績が好調
⇒ 営業利益・経常利益は
前年と比べ改善

（黒字化）

日本テレコムインボイス株式
売却に伴う譲渡益 209億円

ダイナシティの事業再構築に
伴う特別損失 約77億円

平成１８年３月期

◆通信料金一括請求サービスへの特化

◆不動産事業の縮小

◆組織のスリム化
経営基盤の強化

インボイスグループの再編・事業再構築

平成１９年３月期

平成２０年３月期平成１７年３月期 平成２１年３月期



本資料は、当社または当社グループ（以下、「インボイスグループ」といいます。）の平成２１年３月期第１四半期決算を平易に説明
することを目的として作成した業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価などといった、将来に関する記述が記
載されています。
これらの将来に関する記述は、インボイスグループが現在入手している情報に基づく予測、期待、想定、認識、評価、判断等を基
礎として作成しているものであり、既知または未知のリスク、不確実性、その他の変動可能性の要因（以下、「リスクおよび変動可能
性の要因」といいます。）を含んでいるものです。したがいまして、これらのリスクおよび変動可能性の要因による影響を受けることが
ありますため、インボイスグループの将来における実際の展開、実績、経営成績、財政状態は、将来に関する記述に明示的または
黙示的に示された内容と大幅に異なる可能性があります。また、インボイスグループはこの資料を発行した後は、本資料における将
来に関する記述を更新または修正して公表する義務を負うものではありません。
インボイスグループの主たる事業活動領域であります情報通信産業市場ならびに不動産関連市場は、常に急速な変化に晒され
ています。インボイスグループに重大な影響を与え得るリスクおよび変動可能性の要因は多数あり、その例として、技術の進化、需
要、価格、金利、為替の変動、および経済環境、競合条件、法令の変化などがあります。なお、リスクおよび変動可能性の要因はこ
れらの事項に限られるものではありません。
また、本資料におきましては、インボイスグループの過去の業績、平成２１年３月期第１四半期の業績および平成２１年３月期の業
績予想などを平易に説明するために、決算短信等における事業の種類別セグメントとは別に、主要各社別に業績数値を記載してい
る部分があります。その場合の表記および指し示す内容は以下のとおりであり、のれん償却、内部取引、少数株主利益などを調整
していないため、主要各社別の業績数値の単純合計は連結財務諸表の業績数値と一致するものではありません。

本説明資料および将来の記述に関するご注意事項本説明資料および将来の記述に関するご注意事項

株式会社インボイスＲＭおよび同社の完全子会社の株式会社インボイスＭＹＭ、株式会社エムジー・アタラシ
などを含むインボイスＲＭグループの連結業績数値
（平成１９年８月の株式譲渡決定に伴い、過去の業績のみに、当社の連結対象となる平成１９年９月末まで
の業績数値が反映されております。）

「インボイスＲＭ」

ソフトバンク株式会社と当社の資本・業務提携に基づく、ソフトバンクテレコム株式会社（旧商号：日本テレコム
株式会社）と当社の間の戦略的合弁会社 日本テレコムインボイス株式会社の業績数値（平成２０年４月の
株式譲渡決定に伴い、過去の業績のみに、当社の連結対象となる平成２０年３月末までの業績数値が反映
されております。）

「日本テレコムインボイス」

株式会社ダイナシティおよび同社の連結子会社の連結業績数値「ダイナシティ」

株式会社インボイス、株式会社インボイスＪｒ. の連結業績数値「インボイス」


